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２０１３年１０月１７日 

 

東京都労働委員会 

会長公益委員 房村精一・公益委員 白井典子・同篠崎鉄夫・同岸上茂・同後藤邦春・ 

同稲葉康生・同馬越恵美子・同平沢郁子・同栄枝明典・同森戸英幸・同水町勇一郎・ 

同桜井敬子  殿 

 

明治乳業争議支援共闘会議 

                   議 長  松本  悟 

明治乳業争議団 

                   団 長  小関  守 

平成６年第５５号事件補佐人団 

                代 表  丹波  孝 

  

    公公公公    開開開開    質質質質    問問問問    状状状状    

 

私たちは、都労委平成６年不第５５号事件（以下、本件又は明乳全国事件もしくは全国事

件と略記します）に直接・間接（間接であってもきわめて強く）関係する団体です。 

 去る２０１３年７月９日、荒木尚志都労委会長（当時）は、合議参加の１２氏の公益委員

を代表して、本件命令書（以下本件命令又は単に命令といいます）を交付しましたが、その

内容は、私たちの予想を裏切ることはなはだしい極めて不当なものでした。 

 私たちは、本件命令に関して、どうしても理解・納得できない何点かについて、荒木尚志

氏以下１２氏の合議参加公益委員に質問することにしました。この質問は、再審査申立・取消

行政訴訟とは別の、行政サービス機関である東京都労働委員会と、その利用者としての私たちの

関係において生じた質問でありますから、誠実にお答えください。質問は公開質問とします。 

この公開質問状が、退任した荒木尚志氏の手元に届くようご高配ください。荒木尚志氏に

は、主としてご自分の行為によってサービス利用者に甚大な悪影響を及ぼしたのですから、答え

てくださる義務があります。中労委・地裁に任せて済む問題ではありません。 

 

 私たちとしては、荒木尚志氏から、質疑ができる場で直接答えていただきたいので、その

ご手配をお願いします。どうしてもそれが無理という場合には、次のようにお願いします。 

 お答は、本年 １１月２９日（金）までに、公開の場で質疑可能な形でお願いします。 

 そこにいたる具体的事務を処理するために（例、回答の場を、いつ・どこにするか、会合

の持ち方をどうするか、等々を決める。）、当方は小関 守(明治乳業争議団団長)を担当者と

します。そちらも、代表者・担当者を指名されご連絡ください。 

 

 尚、質問のあとに、私たちの基本的見地を明らかにしておきます。 

 

質    問（第１回） 

 

質問１．何故、大量観察方式・累積格差一括是正方式を採らなかったのですか 

命令に明記され、したがって、荒木尚志氏以下１２氏も熟知しているように、本件は累 

積格差の是正を求める申立でした。その場合、本件と先行する明乳市川事件以外はすべて（そ

ういって過言ではありません。）、大量観察方式と累積格差一括是正方式との併用（以下、大

量観察・累積一括といいます。）によって審査・判断・救済されてきました。 

本件ではそれがなされていません。何故ですか。 
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質問２．「審査の対象期間」設定の労組法上の根拠は何ですか 

不当労働行為審査では、申立が適法であれば、その申立の当否を審査するに当って、審査

の時間的範囲が、「申立期間制限の趣旨」や「継続する行為」の年数などによって左右・制

限されることはないと思います。例えば、典型的な「一回限り行為」といわれる解雇につい

ていえば、解雇の日から１年以内の申立であれば適法です。その審査は各事件の事情により

異なります。１０年も前から紛争が続いており、とうとう解雇に至った、という事件なら、

１０年あるいはそれ以上遡及して審査して欲しいので、申立人はそういう立証をするでしょ

うから、労働委員会は長期の遡及審査をすることになるでしょうし、そうしなければなりま

せん。また、組合を作った途端に解雇という事件なら、遡及審査の年数はそれほど長くなく

てすむでしょう。いずれにせよ、審査の時間的範囲は、「申立期間制限の趣旨」や「継続す

る行為」の年数などとは関係ありません。 

 この点は、差別事件でも同じで、大量観察・累積一括において、中労委はじめ多くの労働

委員会が、使用者側の「申立期間制限規定の趣旨」・「継続する行為」の年数を理由としての

却下主張・遡及審査拒否主張を斥け、「審査の対象期間」」を限定することなく、遡及審査を

し救済しています。 

 しかし本件命令は、「申立期間制限規定の趣旨」・「継続する行為」年数を根拠に、「審査の

対象期間」を限定し、最も肝心な不当労働行為意思などに関するところをあえて審査してい

ません。 

 そこで伺います。そのようにした労組法上の根拠をお示しください。 

ここで「根拠」には、すでに中労委・東京都労委など労働委員会が斥けている、したがっ

て、東京都労委としては、いまさら「根拠」としては使えないと考えられる、「申立期間制

限規定の趣旨」・「継続する行為」年数は含みません。 

 

質問３．変わったのは大量観察方式・累積格差一括是正方式ですか、都労委ですか 

かつて東京都労委は、大量観察・累積一括による救済について、「不当労働行為救済制度

の趣旨にかなった救済方法」といって、同救済方法を「申立期間の制限（労組法２７条２項）

によって許されない」とする使用者の主張を斥けました。そして１６年に及ぶ遡及審査をし、

結論として、１４年度・１６年度に及ぶ累積差別の将来に向けての一括是正命令を出しまし

た（石川島播磨重工業事件。これ以外にもこの類型の救済命令は少なくありません）。 

そこで質問です。 

①本件ではそうなっていません、どうしてですか。 

 ②大量観察・累積一括は、「不当労働行為救済制度の趣旨にかなった救済方法」ではな 

くなったのですか。 

 ③あるいは東京都労委は、「会社側が主張するから『申立期間制限規定の趣旨』のほう 

が、『不当労働行為救済制度の趣旨』よりも重要」と考えを変えたのですか。 

 

質問４．本件を正しく理解してくれていましたか 

命令（Ｐ５０）には、「そもそも本件審査においては、申立人ら及び会社は、当該人事考

課成績の適否について個別に主張立証をしたのであるから、・・・・」とあります。 

 本件において申立人らは、大量観察・累積一括の通常の方式に従って、「集団的な累積格

差の存在」・「申立人らの組合活動とそれに対する被申立人会社の嫌悪の情」を立証しました。 

これ等により労働委員会は、「申立人らが受けている集団的な累積格差は不当労働行為」

と一応推定したものと考えられます。このように考えても間違いではないと思います。 

だからこそ会社は、この一応の推定を覆そうと「申立人らの勤務振りの個別立証」を行い

ました。しかしその内容は、「集団的な累積格差は不当労働行為」との推定を覆すためのも
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のとしては、ピントはずれのものでした。 

会社は今述べた「個別立証」をやりましたが、申立人は、会社の「個別立証」に対する陳

述書による反論のみで、通常「個別立証」といわれるようなことはやっていません。 

申立人らがやったのは、申立人らは全国９事業所に分かれていますから、根っこは一つの

不当労働行為も９通りの現象形態をとりました。そこで各事業所における不当労働行為と累

積格差の実態について証言しました。これと会社の「個別立証」（あら捜し）を同列に置く

ようなことで、本件を正しく理解しているとは思えませんがどうでしょうか。 

 

なお、会社は、申立人らのこの立証と、会社の「個別立証」とは「立証の趣旨が異なるも

のである。」と述べています（会社の上申書（８）Ｐ１） 

  

また命令は、私たちが立証した「集団的な累積格差の存在」・「会社の不当労働行為意思」

をまったく無視していますが、この問題は項を改めて質問します。 

 

質問５．他グループ従業員との比較抜きの会社立証は無意味ではありませんか 

命令（Ｐ６５）は、会社の「個別立証」（アラさがし立証）に対して、申立人らが「当該

事例のミスの存在を認めたり、あるいはミスの存在を認めつつ、その評価を争う旨の申立人

らの反論があり、そうだとすると、少なくとも、これ等の事例に係るミスの存在自体は争い

のない事実というべく、このことは会社の上記査定の合理性を一定程度裏付けるものといえ

る。」としていますが、そうでしょうか。 

 多くの先例は、他の従業員との比較が不可欠と明記し、それを欠く会社の立証は無意味と

しています。例えば、大量観察方式の嚆矢とされる内田洋行事件・大阪地労委命令、同事件・

中労委命令はともにそれを明記していますし、東京都労委もラジオ関東事件・昭和４９年５

月２１日命令、住友重機械工業事件・昭和５０年１０月２１日命令等にそれを明記していま

す。各地労委の多くの命令にも明記されています。 

さらに、取消行訴控訴審判決であり、最高裁によって確定された、オリエンタルモーター

事件、東京高裁平成１５年２月１７日判決も「一審原告（引用者注、会社）から、当該組合

員固有の低評価事由及び他の従業員との比較における低評価、処遇等の事由が個別具体的に

明らかにされない場合には、・・・・合理的理由を欠くものと判断することになるというべ

きである。」と明記しています。 

格差・差別は比較の問題ですから、当然のことです。 

 従業員は人間であり、人間誰にもミスがあります。明治乳業でも、申立人ら以外の従業員

にもミスがあることは、会社証人も認めています（第１７回審問速記録、Ｐ１１）。従って、

会社が、申立人にミスがあった、ミスがあったと、言い募るのではなく、申立人ら以外の従

業員のミスについて、会社が、その従業員に対しても、申立人らに対してと同じ低位の格付・

低い評価をしていることを事実に基づいて、立証してはじめて「会社の上記査定の合理性を

一定程度裏付けるものといえる。」のではありませんか。 

 

質問はまだ続きますが、第一回目の質問は一旦ここで終了と致します。 
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━━  私たちの基本的見地 ━━ 

 

１．本件＝明治乳業全国事件の概要 

命令には、「（２）本件救済申立て」として、「本件は・・・・（引用者注、明治乳業の）全

国９事業所に所属する３２名の組合員が・・・・（同前、平成）６年７月６日に、当委員会

に職分・号給及び賃金の累積格差の是正等の救済を求めて申立てた事案である。」、また、「２ 

請求する救済の内容の要旨 （１）会社は申立人らの平成元年度ないし５年度の各職分及び

各号給につき年度ごとに、その年の４月１日に遡って申立人らが求める職分・号給にそれぞ

れ格付すること（以下省略）。」（いずれもＰ６）と明記されています。 

 そして、３２名の単一集団性については、「申立人らを組合活動の面では一つの集団と見

た上で、成績格差の有無の集団的な考察をすることは一応可能であるというべきである。」

（Ｐ４９）と判断しています。 

 このような累積格差一括是正の救済申立を受けた場合、労働委員会は、大量観察方式と累

積格差一括是正方式を併せ用いて審査・救済するのが通常であり、多数の先例があります。 

 

２．大量観察方式 

まず、大量観察方式ですが、それは内田洋行事件・大阪地労委昭和４６年５月１１日命令

によって定式化されて以降、集団的差別事件で広く（例外なくといっても過言ではないと思

います。）採用されているものです。大量観察方式では、申立人が、①申立人グループの資

格格付・賃金・一時金などが、別グループと比べて全体として低位に置かれていること、す

なわち「格差の存在」を立証し、さらに、②申立人グループの組合活動を被申立人（使用者）

が嫌悪していることを推認させる事実を立証すれば、③労働委員会は、「格差は不当労働行

為」と一応の推定を行い、④使用者は、その「一応の推定」を覆すために、「格差の合理性」

を立証し、最後に労働委員会が結論を出す審査方式です。 

 この大量観察方式によって、本件と本件に先行する明治乳業市川工場事件を除くすべての

（そういっても過言ではないと思います。）集団的差別事件は救済されています。 

 この大量観察方式は、人事資料を使用者側が独占・秘匿（開示を求めても拒否）するなか

で、申立労働者側の立証負担を軽減し、立証負担の実質的公平を図り、早期・妥当な救済を

実現するために、労働委員会が採用したものです。その趣旨から、「この申立人作成の資料

は、別組合員に関する部分などには不完全なものも間々あるが、申立人が収集しうる人事資

料には限界があることから格差の存在を疑わす程度まで立証できればよいとするのが命令

の傾向である。」とされています。（日本労働法学会編集・講座２１世紀の労働法・第８巻Ｐ

１０８～１０９）。また、申立人・労働委員会が審理のために必要と認めて資料開示を求め

たのに所持者である被申立人（使用者）が拒否した事案においては、そのことから生じる不

利益は、拒否した被申立人が負担することになります。具体的には、例えば、資料不足で、

是正水準が申立人の推定ないし単産等企業外資料による場合、救済命令にそれが採用される

ことになります。先例も少なくありません。 

 最高裁も、労働委員会が集団的差別事件で大量観察方式を採用していることを、支持して

います（紅屋商事(一時金差別）事件・最二小昭和６１年１月２４日判決）。 

 

３．累積格差一括是正方式 

次に、累積格差一括是正方式ですが、これは多年度にわたる昇格昇給差別によって生じて

いる資格格付・賃金上の累積格差を将来に向けて一括是正するものです。これは、大量観察

方式による審査における救済方法の一種です。 

 大分銀行事件・大分地労委昭和４７年３月１７日命令を嚆矢として、当初は組合間差別事



5 

 

件にこの救済方式が適用されていました。この時期には累積年度数はそれほど多くありませ

んでしたが、本件のような潮流間差別事件の場合は、累積年度数が大幅に増大しました。 

この潮流間差別事件における累積格差一括是正方式については、多くの先例の中でも、ま

ず、次の４命令が理解・活用されるべきです。 

 

①       千代田化工建設事件・中労委平成７年１２月２０日命令 

この命令は次のようにいいます。「賃金上の不利益取扱については、救済対象の始点とな

る時点（本件では昭和６３年４月１日）において（引用者注、初審申立が平成元年１２月６

日であり、それにいわゆる青写真作成行為論を適用した。）、再審査申立人による不利益取扱

の事実が認められ、かつ、その不利益取扱が同日以前に再審査申立人によってなされた作為

又は不作為によるものであると認められる場合であって、現に存する差別について救済を求

めていると認められるときには、その差別の是正を命じることは、労働組合法２７条２項に

なんら抵触するものではない。そして、再審査被申立人らは、事実認定八のとおり同人らの

昇給・昇格について現に存する差別について救済を求めていると認められるのであるから、

初審命令は正当である。」 

 このように中労委は、累積格差一括是正方式による救済は、申立期間制限に抵触しないと

宣言しています。この事件の初審命令は、青写真作成行為論により昭和６３年度と平成元年

度の２年度について、昭和５０年度以降の１４年度に及ぶ多年度累積格差の将来に向けての

一括是正を命じています。申立年度を基準に数えれば、申立年度はもちろん、１年度遡及し

て合計２年度分救済するもので、中労委はそれを「正当である。」としたのです。 

初審地労委は、労使関係の推移について２１年遡及して審査・認定（平成元年申立、昭和

４３年における組合内対立を認定）し、さらに昭和５０年頃から差別が始まり、累積してき

たと、「疑わしめるものがあることは否定し得ない」としましたが、青写真論により、２年

度分のみの救済に止めました。 

 累積格差一括是正方式では、このように、「継続する行為」と認める年数は、遡及審査の

年数（時間的範囲）ではなく、救済の年度数になっています。 

 

②       東芝事件・中労委平成１６年１１月４日命令 

 この命令は次のようにいいます。「会社は、労働組合法２７条２項が除斥期間を１年と定

めている趣旨に鑑みれば数十年前の活動や書証を根拠として、現在に至る差別について争う

ことは適当ではなく、本件救済申立は却下されるべきであると主張するが、不当労働行為で

あるかどうかの判断に供される証拠については格別の制限もないことから、会社の主張は採

用できない。」と。そして遡及審査をおこない、初審申立を基準として、申立人らの組合活

動については３４年、それに対する会社の嫌悪については２３年、それぞれ遡って認定（嫌

悪についてはその継続も認定）しました。結論として、救済対象年度（初審申立年度とその

１年度前の計２年度、初審申立は平成７年８月２９日）における多年度累積格差を不当労働

行為と認定・救済しました（初審救済命令を一部変更）。 

 

③       石川島播磨工業事件・東京都労委平成２年２月２０日命令 

 この命令は次のようにいいます。「会社は昭和５１年度において職区分・等級に存する格

差は申立人らの入社以来の職区分・等級の格付の積み重ねであるので、その格差を同年度に

一挙に是正することは申立期間の制限（労組法２７条２項）によって許されないと主張する

が、同年度におけるそれらの格付について会社の不当労働行為が認められ、同年度の時点に

おいて、それまでの間に公正な格付がなされてきたならばほぼ到達したであろう職区分・等

級昇進との格差が認められる場合は、その時点以降においてその格差の是正を命じることは、

むしろ不当労働行為救済制度の趣旨に適った救済方法というべきである。」と。 
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 すなわち都労委は、累積格差一括是正方式について、それを単に「できる」というだけで

はなく、「不当労働行為救済制度の趣旨に適った救済方法」と強調しています。 

 またこの事件で、会社のいうとおり「入社以来の職区分・等級の格付の積み重ね」による

格差とすると、入社は昭和３５年と３７年であるので、是正された累積格差の年度数は、１

６年度・１４年度となります（申立は同５１年）。なお、「継続する行為」主張はなく、申立

年度のみの救済申立でした（追加申立事件の併合については触れません）。 

 

④ 東京海上火災保険事件 東京都労委・昭和５７年１月１２日命令 

 この事件は組合間差別事件ですが、この事件では、職能等級制度導入時（昭和４４年度）

の差別的格付が、救済申立（同４９年３月２９日＝会社年度では４８年度）前後に若干手直

しされたが、なお格差が残っている場合が問題となりました。 

 その点について、命令は次のようにいいます。「会社は昭和４８年度における支部組合員

（引用者注、申立人ら）の昇級・昇格率が全社平均と同率になっているから、支部という集

団に対する処遇の観点からも、同年度にはなんら不当な差別はないとも主張する。確かに、

昭和４８年度において、支部組合員のうちには昇級・昇格した者がおり、かつ、その昇級・

昇格率は全社平均と同率で昇格しているけれども、それまでの格差が残されている以上、下

記判断のとおり不当労働行為を構成する。 

 昭和４８年度の昇級昇格率を見る限りにおいては、会社主張にも一見合理性が見られなく

はないが、これについては、組合の主張する本件昇級・昇格が不当労働行為によるものか否

かを判断するに当っては、単に昭和４８年度における昇級・昇格率のみに限定するのは相当

でなく、昭和４４年度から昭和４８年度までの各年度の等級・ランク付け割合を総合して考

察しなければならない。したがって昭和４８年度において、支部組合員の昇級・昇格率が全

社平均と同じであったとしても、本件救済申立の対象者である１０８名の支部組合員が昭和

４４年４月１日から昭和４７年４月１日まで低位の等級・ランクに据え置かれ、しかもそれ

が支部組合員であるが故の差別に起因するものと認められ、かつ、昭和４８年４月１日当時

においては、支部組合員以外の者との格差が依然として残されている以上、昭和４８年度に

昇格・昇級した者を含む本件救済申立の対象の支部組合員１０８名について、昭和４４年度

から昭和４８年度までの各年度の会社の等級・ランク格付行為は、これを総合して判断すれ

ば不当労働行為を構成するものといわざるを得ない。この理は、昭和４７年度または、昭和

４９年度における昇級・昇格率に関する会社主張についても同断である。」と（引用者注、

昭和４９年度は、支部組合員の昇格・昇級率のほうが、全社平均のそれよりも高かった。）。 

 職能資格制度における差別的格付の影響は長期におよびます。その間使用者が若干の「手

直し」をすることもあります。しかし累積格差を完全に回復させることはほとんどありませ

ん。そのため累積格差はせいぜい若干縮小する程度で、依然として残ります。 

この命令は、その「残存差別」を、明確に不当労働行為と認定し救済しました。すなわち、

「残存格差」も、ここでいう「累積格差」にほかなりません。 

ましてや、定期の昇格・昇級においては、申立人らは多くの場合、低位に据え置かれたま

まで、標準以下、せいぜい標準的に処遇されますから、たとえ昇格・昇給が行われても累積

格差は拡大こそすれ、縮小することはありません。したがって、ある年度に昇格があったか

らといって、累積格差の不当労働行為審査の対象からはずすべきではありません。 

 

４．「累積格差一括是正方式」の労組法上の根拠 

 中労委・東京都労委・神奈川地労委等々多くの労働委員会が、使用者側の「申立期間制限

規定の趣旨」・「継続する行為」年数を理由としての却下主張・遡及審査拒否主張を斥け、遡

及審査をおこない、累積格差一括是正方式を確立したのは、労組法７条１号の不当労働行為

の定義を根拠にしていると考えられます。 
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 すなわち、同条同号は、「労働者が・・・・労働組合の正当な行為をしたこと・・・・の

故をもってその労働者に対して不利益な取り扱いをすること・・・・。」と、１号の不当労

働行為を極めて広く定義し、時間的限定などは一切加えていません。労働委員会としては、

これに従ってできるだけ広く不当労働行為を認定し、救済すべきだとの考えに基づくものと

思われます。 

 その観点からすれば、累積格差をつけた処遇（累積的低位資格格付・累積的低賃金支払い）

は、言うまでもなく不利益取扱であり、申立年度において、将来に向けてそれを是正して欲

しいという申立は適法な申立であり、それが組合活動を故とするかどうかを審査すべきこと

になります。その審査は当然に遡及審査となりますが、遡及審査を禁止・制限・年数限定す

べき規定はありません。そこで労働委員会とすれば、申立人から提出された書証等は、新し

い・古いを問わず、調べることができますし、調べなければなりません。そして、救済を申

立てられた累積格差が、使用者による申立人の組合活動・組合所属を故とする不利益取扱で

あると認定できれば、救済＝差別のない状態の回復＝累積格差一括是正することになります。 

 

５．．．．「継続する行為」    

 集団的差別事件と「継続する行為」論の展開とは、極めて深い関係があります。 

 当初の「一回限り行為」論による救済が、申立年度のみ救済・遡及救済なしであり、あま

りに不十分であったところから、各地の労働委員会は、独自の「継続する行為」論を展開し

て、遡及救済を実現してきました（東京都労委は「具体的徴表顕在化」論というべき考え方）。  

なかでも京都地労委は、「一貫不当労働行為意思・同種行為反復」論とでも呼ぶべき「継

続する行為」論を唱え、差別開始年度に遡っての是正を命じました。そしてこれが少なくな

い地労委で採用されるに至りましたが、全国すべてにとまではいかず、しばらくの間は、労

委ごとに各種の「継続する行為」論で救済するという状態が続きました。その中で、最高裁

が、紅屋商事事件・最三小平成３年６月４日判決（前出の紅屋商事事件・最判とは別件）で、

神奈川地労委の「青写真作成行為」論（昇給決定行為は青写真を作ることに当たり、その決

定に基づく賃金支払いは、青写真の実現行為に当るとし、昇給決定とそれに基づく一年間の

賃金支払を「継続する行為」とする考え方。同地労委は、日本ＩＢＭ事件・昭和５１年３月

１９日命令で、そのように説明している。）を採用したため、ほとんどの地労委がそれを採

用するに至りました。念のためですが、最高裁がそれを採用したのは、原審（行訴控訴審）

仙台高裁がそれを採用していた（行訴第一審青森地裁も採用）からで、神奈川地労委から直

接ということではありません。中労委もだいぶ遅く、前出の千代田化工建設事件で、「青写

真作成行為」論を採用しました。都労委も本件ではそれを採用しています。 

この「青写真作成行為」論によると、救済は、申立年度とその前年度の計２年度分になり

ます。 

 しかしそれで「継続する行為」問題が決着したわけではありません。 

中労委は、松蔭学園（第２次賃金差別）事件・平成１９年８月１日命令で、「不作為継続」

論を採用し６年度の遡及是正を認め、東京地裁・同２１年２月１２日判決もそれを維持しま

した。このことは「継続する行為」論がいまなお、よりよい方向に展開する可能性を残して

いることを示しています。 

 私たちは、職分・号給・賃金差別は、差別導入から定年等退職までの、一貫した「継続す

る行為」であり、労働委員会は、原則的には、差別導入年度に遡って是正するべきものと考

えています。それが不当労働行為救済制度の趣旨に最もかなった救済方法だからです。 

 

６．明治乳業市川工場事件・東京高裁判決の批判的検討 

 明治乳業市川工場事件・東京高裁平成１９年３月２８日判決について検討します。 
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なお、以下単に、市川事件、高裁、高裁判決、判決などと略記します。 

 

①中労委の累積格差審査放棄を免責 

 高裁は、申立人らの申立の趣旨を、「・・・・救済対象となる昭和５９，６０年度の職分・ 

号給の格付行為に対する救済の内容（救済の範囲）として、過去の累積した職分・号給につ

いての格差の是正を求める趣旨に理解される。」（判決Ｐ３６～３７）とします。それに続け

て、次のように述べます。 

 「そして確かに、過去において差別的に人事考課成績決定行為や職分・号給格付行為が繰

り返され、その不利益な結果が累積して職分・号給において他の従業員と比べて大きな格差

が生じている場合には、救済申立の対象となる年度については職分制度・賃金制度の要件基

準に従った昇格・昇号給が適正に行われたとしても、過去の累積した不利益な結果（格差）

を補填するような是正措置がない限り、従前の格差は解消されないまま残存する結果になる

ということはできる。したがって、不当労働行為救済の実効性を確保する見地からすれば、

救済対象の始点となる時点において、使用者による不利益取扱の事実が認められ、かつ、そ

の不利益取扱が同日以前に使用者によってなされた作為又は不作為によるものであると認

められる場合であって、現に存する差別について救済を求めていると認めることができると

きには、労働委員会は、その裁量により、その差別の是正を命じることができるというべき

である。 

 しかしこのような救済の仕方は、過去になされた不利益な作為、不作為そのものを救済の

対象とするものではなく、これを当該対象行為（本件では昭和５９，６０年度の職分・号給 

の格付行為）の救済の内容に取り込むにすぎないものであるから、直接には除斥期間の問題

とはならないとはいえるが、このような救済の仕方が拡大するときは、上記の除斥期間を設

けた趣旨（調査審問に当って証拠収集・実情把握の難しさや、かえって労使関係の安定を阻

害するおそれ等）に沿わない結果も考えられるところであり、少なくとも、このような救済

の仕方が許されるためには、過去になされた不利益な作為、不作為と対象行為との間に、行

為の同質性が認められるだけでなく、時間的な隔たりが小さく、関連の強固性などが認めら

れる場合に限られるというべきである。」（判決Ｐ３７～３８）と。 

 高裁はこのような一般論を立てて、それに従って審理を進め、高裁自体は、後に見るよう

に、不当労働行為とおおむね認めていると思われる累積格差を、被控訴人中労委が審理しな

かったことを免責しました。（なお、中労委が審理しなかった経緯についての事実認定は誤

りですが、ここでは、高裁の展開する法律論を検討していますので、それには立ち入りませ

ん。）。中労委を免責する方法は、前記の一般論の当てはめで、次のとおりです。 

「過去に行われた不利益取扱の累積された結果としての格差につき、救済対象行為に対す

る救済の内容に取り込んで、その是正を図ることが、労働委員会の裁量によって行えるもの

であっても、救済対象の始点となるときから１０年以上も遡る各年度の職分・号給の格付行

為（昇格・昇号給）から生じた格差は、救済対象となる行為との時間的な隔たりがあまりに

も大きいといわざるを得ず、しかも、これを取上げて、その是正を図るためには、それら各

年度ごとの人事考課成績決定行為が適正であるかどうか（不当労働行為意思に基づく不利益

取扱に当るのか、申立人らの勤務ぶりや勤怠不良によるものか）を改めて判断する必要があ

るのであり、これに踏み込んで審理判断することは、前判示の除斥期間が設けられた趣旨に

明らかに反するものであるといわざるを得ない。 

ｅ したがって、本件において、被控訴人（中労委）が、このような救済対象から時間的に

大きく離れた時点に生じたと見られる格差の是正は行えないとの前提で、その不当労働行為

該当性について審理しなかったことにつき、裁量権の行使に違法があると見る余地はないの

である。」（判決Ｐ５７～５８）と。 

 高裁はこのように、前記の一般論を本件に当てはめて、中労委を免責しますが、ここには
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いくつかの問題点・誤りがあります。 

 

Ａ．何を「行為」と捉えるか 

 高裁は、毎年の＝単年度の人事考課・昇格昇給等が、そしてそれのみが「行為」だと考え

ていると思われます。しかし、累積格差をつけた低資格への格付、それによる低賃金の支払

いも使用者の「行為」であり、不利益取扱です。この格付・支払が、不当労働行為意思に基

づくものと認定されれば、当然に不当労働行為と認定され、救済されます。救済は、原状回

復＝不当労働行為のない状態の回復＝累積格差の一括是正 となります。 

 この是正は、高裁がいうところの「過去になされた不利益な作為・不作為そのものを救済

の対象とするものではなく、これを当該対象行為（本件では昭和５９，６０年度の職分・号

給の格付行為）の救済内容に取り込むに過ぎないもの」ではありません。もっと端的な、不

当労働行為を排除するための措置です。これは、後に見る、労働委員会に与えられた、救済

命令の具体的内容決定についての裁量権の行使です。 

 

Ｂ．大量観察方式・累積差別一括是正方式における審理の進め方・立証責任配分 

 高裁は、「これ（引用者注、累積格差）を取上げてその是正を図るためには、それら各年

度ごとの人事考課成績決定行為が適正であるかどうかを改めて判断する必要がある・・・・」

と述べていますが、大量観察方式・累積格差一括是正方式では、申立人側が「累積格差の存

在」と、会社の不当労働行為意思を推認させる事実を立証し、労働委員会が「累積格差は不

当労働行為であるとの一応の推定」に立てば、その推定を覆すために、累積格差をつけ、か

つ、資料を十分に持っている会社が「累積格差の合理性」を立証するわけですから、労働委

員会は、それほど思い悩む必要はありません。 

 

Ｃ．「除斥期間を設けた趣旨」 

 引用した高裁判決文中にも出てはきますが、不完全ですのでここで改めてこの点について

の判決の全文を引用します。 

「これら規定（引用者注、不当労働行為救済申立が『行為の日（継続する行為にあってはそ

の終了した日）から１年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができ 

ない』という規定等）の趣旨は、不当労働行為としてその救済が申立てられる事件が行為の

日から１年を経過している場合には、その調査審問に当って証拠収集・実情把握がはなはだ

困難になり、かつ、１年を超えて経過した後に命令を出すことはかえって労使関係の安定を

阻害するおそれがあり、また、命令を出す実益がない場合もあるから、かかる制限を設けた

ものと解するのが相当である。」（判決Ｐ３１～３２）。 

 この解説は、労働省労政局編・改正労働関係法の詳解Ｐ１７０昭和２７年からほぼそのま

ま引用したものですが、あまり評判のよくない解説です。例えば、中労委審査課長（執筆時

は文書課長）佐藤香氏は、この解説を批判し、その上で、「申立期間の設定は、迅速かつ適

切な行政救済、すなわち対等的労使関係秩序の早期回復のため、労使関係の実態があまり変

化をきたさない期間内に審査することを可能にするための政策的措置と考える。」と主張し

ています（佐藤香「いわゆる継続する行為に関する考察」大和哲夫教授還暦記念「労働委員

会と労働法」昭和５４年所収Ｐ２６９）。高裁の旧態依然にはがっかりさせられます。 

 １番目の「証拠収集」云々ですが、労働委員会は職権調査ではなく、立証責任は原則とし

て不当労働行為を主張する申立人側にあり、証拠提出ができないことの不利益は申立人が負

担することになります。これは証拠入手が困難な申立人には酷ではありますが、このことを

理由に申立を受け付けないのは不合理です。 

２番目の「労使関係安定」云々は、不当労働行為によって形成された安定＝企業内秩序を

維持することに、労働委員会が協力することを意味します。理解に苦しみます。 
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 ３番目の「命令を出す実益がない」云々も、命令を出す実益のある場合が少なくない以上、

それを理由に申立を受け付けないのは不合理です。本当に「命令を出す実益がない」場合に

は、受け付けて審査したうえで、「救済利益・救済の必要性」などの問題として処理すれば

よいわけです。しかし、それは極めてまれだと思われます。 

 このように、高裁の「除斥期間を設けた趣旨」の説明は極めて不合理です。 

ところで高裁は、「除斥期間を設けた趣旨」を強調して、労働委員会が遡及審査をするこ

とを制約しようとしています。これは従来からの会社側の主張で、「旧悪を暴露されたくな

い・暴露させない」ための違法な主張です。「除斥期間の定め」は、「行為の日から１年経過

しないうちに申立ててください」というだけで、適法な申立の遡及審査を妨げ・制約するも

のではありませんし、不当労働行為を犯した使用者保護のためのものではありません。 

 「元来不当労働行為の発生は、突如として現れるものは比較的少なく、長期にわたる労使

の紛争を背景として惹起されるものであるから、一個の不当労働行為の成否を判断するに当

って、かかる背景に横たわる事情を構成する諸事実について判断し、考慮することは何ら不

合理なことではない。」（大分銀行事件・大分地労委昭和４７年３月１７日命令。この命令は、

累積差別一括是正方式の嚆矢です）。 

 申立年度に存在する累積格差の一括是正を求める申立は適法な申立ですから、その審査の

中で、古い時期の書証を提出して、遡及審査を求めることは適法で、「除斥期間の趣旨」な

どによって、制約を受けません。労働委員会も「古いから駄目」などとはいいません。 

 

Ｄ．労働委員会の裁量権 

 先に引用した高裁判決には、３箇所に「労働委員会の裁量権」が出てきます。はじめの２

箇所は「是正を命じるかどうかの裁量権」で、最後のものは「審理するかしないかの裁量権」

です。しかし、労働委員会は、適法な申立については、「審理するかしないかの裁量権」を

もちません。また、不当労働行為が認定されたのに「救済するかしないかの裁量権」もあり

ません。法律上、それらはいずれも「義務」とされているからです。 

ａ．「審理するかしないかの裁量権」 

 労組法２７条１項「労働委員会は、・・・・申立を受けたときは遅滞なく調査を行い、必

要があると認めたときは、当該申立が理由があるかどうかについて審問を行わなければなら

ない。・・・・」。この調査と審問を併せて「審査」といいますが、高裁はそれを「審理」と

呼んでいます。また、条文には「必要があると認めたときは、」とありますが、明白な却下

理由がないときは、常に「必要がある」ものとして審問を行わなければならないと解されて

おり、そのように運営されています（「不当労働行為審査手続」高島久則ほかＰ１４４）。 

ｂ．「救済するかしないかの裁量権」 

 同法２７条の１２の１項「労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の

認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部もしくは一部を認容し、又

は申立を棄却する命令を発しなければならない。」 

このように、「審査をするかしないか」も「救済するかしないか」も、ともに「裁量」で

はなく、法律上の「義務」とされています。 

ｃ．労働委員会がもつ裁量権  

 「労働委員会は大幅な裁量権を持つ」とよく言われますが、それは何についてのものでし

ょうか。労働委員会が救済命令を発する場合、個々の事案に応じた是正措置を決定し、それ

を命じることになりますが、労働委員会には、その命令の具体的内容決定について、広範な

裁量権を持つとされ、労働委員会がその裁量権を行使して決定した救済命令の内容について

は、裁判所もよほどのことがない限り尊重すべきだとされています（第二鳩タクシー事件、

最大昭和５２年２月２３日判決）。 
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②累積格差の不当労働行為性をおおむね認めながら控訴棄却 

 ①において、中労委が、累積格差是正の救済申立を審査しなかったことを、高裁が免責し

た法律論につい検討しました。そこでは、高裁の、「行為」の捉え方、大量観察方式・累積

格差一括是正方式における審理の進め方・立証責任の配分についての理解、「除斥期間を設

けた趣旨」の理解、特にそれを累積差別救済・遡及審査の禁止や制限に使おうとすること、

労働委員会の持つ裁量権についての理解、のそれぞれに、不十分さや、誤りがあることを指

摘しました。 

 ここでは高裁自体の累積格差についての考え方（おおむね不当労働行為と認める）・処理

（控訴棄却）を検討します。まず、高裁自体の累積格差の存否・不当労働行為意思の存否、

つまり、不当労働行為の成否についての認定判断ですが、次のように述べています。 

「控訴人ら（引用者注、初審都労委申立人ら）は、昭和４５年頃の市川工場の主任等の連

絡会では、勤務評定（人事考課成績）について、申立人らの集団に属する者（赤組）に対し、

『勤務評定で差をつけろ』、『勤務評定で差がつくように指導する』などと話し合われ、差別

的成績評定が組織的に行われていたと主張し、その裏付けとして甲Ｂ１号証（笠原ファイル）

等を挙げる。そして、申立人らの昭和４０年代における人事考課成績については、前記集団

的な考察においてみたように、単純比較では、全体と比べてＤ以下の成績を受けた者の割合

が３倍前後にもなる高さ、Ｂの成績を受けた者の割合が３分の１以下の低さであったから、

控訴人らの上記主張が妥当するとみる余地はある。」（判決Ｐ６１）と。 

 判決のこの記述は、「余地はある」となっており、断定的ではありませんが、累積格差の

存在と不当労働行為意思の存在を認めたものと読めます。そしてこれは、大量観察方式にお

ける「累積格差は不当労働行為であるとの一応の推定」の段階に相当すると考えられます。 

したがって、労働委員会であれば使用者側に、「累積格差の合理性」立証を求め、その上

で判断することになったと思われますが、そうはなりませんでした。 

高裁判決は、上記「・・・・余地はある。」に続けて次のように述べています。 

「しかし、ここで検討している対象年度（上記申立人達の多くは昭和５９，６０年度だ

け・・・・である。）の申立人らの成績分布が全体と比べても変わらないことからすると、

上記控訴人が受けた低位の成績が、上記のように赤組差別のために上司が差をつけて評定し

た結果であるとか、上司が差がつくように不当な指導をした結果であると見ることはできな

いといわざるを得ない。」（判決Ｐ６１）と。 

つまり、控訴人らの昭和５９，６０年度の各単年度の成績分布が全体と比べて変わらない

から、昭和４０年代に控訴人らが受けた低位の成績も差別ではなかった、というのです。 

そしてこれを理由に控訴を棄却しました。 

ここにも高裁判決の大きな問題点・誤りがあります。 

 

Ｅ．高裁の非常識 

ここでの高裁の法理は驚くべき法理です。人事考課には、「考課期間を厳守せよ」という

ルールがあります。今年度に他年度のことを持ち込んではならないということです。各考課

年度は、それぞれ独立のものだからです。その立場からすると、５９，６０年度の成績分布

が全体と比べて変わらない、つまり平均的であったから、４０年代の差別査定が差別査定で

なくなるなどということは全く考えられないことです。 

 このルールを持ち出すまでもなく、常識的に考えても、極めて非常識なことです。 

 

Ｆ．「残存差別」の認識欠如 

高裁は、差別が行われる職場についての認識が不十分なのかもしれません。差別攻撃は長

く続きます、その間に差別攻撃が中だるみになったり、労務政策が変更になることもあり得
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ます。その結果、ある年度には申立人らに対しても、平均的な処遇が行われ、累積格差が拡

大しないこともあり得ます。また、累積格差がかなり長期に固定されて残ることもあるでし

ょう。さらには、格差が縮小することもあり得ます。しかし、余程のことがない限り、格差

が完全に解消されることはなく、累積格差の多くの部分は残ります。これらの「残存差別」

はいうまでもなく不当労働行為（＝組合活動を故とする不利益取扱）です。５９，６０年度

の成績が平均だったから、４０年代の不当労働行為と考えられる累積格差が、そうでなくな

るという高裁の考え方は、「残存差別」についての認識が欠如しているのかもしれません。 

 

７．労働委員会のあり方 

 労働者・労働組合は、不当労働行為救済を求めて労働委員会はもちろん、裁判所にも提訴

することができます。また、裁判所には、不当労働行為を犯した使用者が、「救済を求めて！」

提訴することもできます。 

現に不当労働行為である解雇をしておきながら、「不当労働行為ではなかった」と主張し

て、「雇用関係不存在の確認」を求める訴訟が使用者によって提起されました（Ｓ学園・Ｍ

教諭解雇事件、東京地裁）。この事件は最高裁までいき、学園側敗訴・反訴労働者（Ｍ教諭）

勝訴が確定しましたが、裁判所には使用者も救済を求めることができることの実例です。 

しかし、使用者は、労働委員会に対しては、それはできません。労組法２７条が「労働委

員会は、使用者が第７条の規定に違反した旨の申立を受けたときは、遅滞なく調査を行

い、・・・・」と、救済申立権を不当労働行為による被害労働者・労働組合に限定している

からです。 

 この事実に徴すると、不当労働行為に関して、法が、裁判所とは別に労働委員会を設けた

趣旨は、不当労働行為による被害から労働者を、裁判所よりも手厚く保護するためと考える

べきことになります。 

 これまでの労働委員会関係者は、その自覚の上に、大量観察方式や、累積格差一括是正方

式を採用し、「継続する行為」論を発展させる等してきたものと考えます。 

 本件についても、労働委員会には、そのようなあり方が期待されていたのです。 

 

 

以上 


